
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

 
■『ブギウギ専務』 
 
■真夏のサスペンス甲子園 
『北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子』 
『ＳＬ山口線貴婦人号トンネル殺人!?』 
『沖縄リゾート コンシェルジュ具志堅陽子の名推理』ほか計47作品 

 
■『ニュー・トリックス 第11シリーズ』  
 
■『セカンドバージン』 

チャンネル銀河2016年8月おすすめラインナップ 

BBCの人気サスペンス、待望の最新シーズン登場 

体当たり企画が名物の北海道発人気バラエティ 

大石静が描く不倫ドラマの傑作 

全国47都道府県を舞台にしたサスペンスドラマが集結 

日本初 

国内ドラマ 

バラエティ CS初 

海外ドラマ 

国内ドラマ 



北海道で“専務”と言えばブギウギ専務 
ウエスギ専務が理不尽な企画に体当たりで挑む！ 

【番組の概要】 

架空の有限会社上杉ポンプ商会のウエスギ専務が、北海道各地を舞台にさ
まざまな企画に体当たりで挑戦するバラエティ番組。ウエスギ専務とおお
ち係長の、おっさん2人による行き当たりばったりの珍道中。バカバカしく
も過酷な企画の数々。北海道発の意味なしバラエティがCS初放送。 

 

【ストーリー】 

「いまからタコ獲って来い！」突然の命令を下したのは、なんと宇崎竜童。
ダウン・タウン・ブギウギ・バンドの宇崎竜童が社長として登場。「ブギ
ウギ」繋がり？こうして、タコ漁に挑戦することになったウエスギ専務は
石狩市の厚田漁港へ！はたして見事タコをゲットできるのか？引き上げど
も引き上げどもタコツボは空っぽで……。「叩かれる！コワい親爺に叩か
れる！」（「ブギウギ専務 ～竜童社長 タコ持って来い！～」より） 

 

ブギウギ専務 

放送日時 １（月）スタート （月-金）深夜0：00- 2話連続 データ 制作：2008-2012年／日本 

キャスト 
俳優名（役名） 

上杉周大（ウエスギ専務）、大地洋輔[ダイノジ]（おおち係長）ほか スタッフ 
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「ブギウギ専務」の見どころ～看板企画を続々放送 

8月放送：「ウエスギ専務 母校への道」 
『専務は小学校時代どんな子どもだったの？』という視聴者からの質問
メールがきっかけで、母校の札幌市立新琴似南小学校を訪問することに
なったウエスギ専務だったが、その道中でトンデモないルールが課せら
れた。それは、道行く人の出身校を聞き、その学校を実際に訪問すると
いうもので、新琴似南小出身の人に出会うまで延々繰り返さなければな
らない過酷なミッションだった……。 

8月放送：「あっち向いてホイ10連勝チャレンジ」 
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「母校への道」でなかなかゴールできないウエスギ専務の勝負弱さを克
服するために道行く人とあっち向いてホイで勝負して10連勝するまで
帰れない、その名も「あっち向いてホイ10連勝チャレンジ」企画。 

札幌編、小樽編、函館編をクリアしたのち、47都道府県すべての出身
者から勝利をめざす進化系企画「天下統一あっち向いてホイ」は9月に
放送予定。 

9月放送予定：「ブギウギ奥の細道」 
俳聖・松尾芭蕉とその弟子・河合曾良に扮したウエスギ専務とおおち係
長が、函館・立待岬から稚内・宗谷岬まで、北海道縦断６００キロを徒
歩で吟行する超過酷風流企画。徒歩だからこそ出会える景色、人情、そ
してハプニングの数々を下手な俳句で表現し、オッサン２人と強権ディ
レクターが、ふらふらと北を目指す。 

氷点下の世界で遭難寸前の極限状態が連続する、バラエティの枠を超え
た珍道中ドキュメンタリー。 

©ＳＴＶ 



真夏のサスペンス甲子園 

8月は、全国47都道府県を舞台にした作品を
ラインナップし、北から順に放送。 

北海道から沖縄まで、各地の観光名所や名
湯・秘湯で起こる殺人事件。 

夏の風物詩・全国高校野球選手権大会に負け
ず劣らずハラハラドキドキするスリルに満ち
たサスペンスの全国大会が開幕！ 

＜キャンペーン概要＞ 

放送を記念して、全国各都道府県代表のドラマを人気
投票で競うキャンペーンを実施！ 

「自分が好きなドラマ」「みんなが選びそうなドラ
マ」など、人気ドラマを予想して応募しよう。 

見事、優勝ドラマを当てた方の中から抽選で、全国
47都道府県の逸品が揃ったカタログギフト「贈りも
の弁当」（2万円分）をプレゼント！優勝ドラマの近
隣地区を選んだ方にも5千円分の「贈りもの弁当」を
プレゼント！ 

詳細は「チャンネル銀河 プレゼント」で検索 
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北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子 
 

 

【放送日時】1（月）夜7：45- 
【番組概要】北海道警釧路方面本部捜査課の係長・五条聖子のもとに、事件の一報が飛び込んでくる。 
羅臼にある展望塔の駐車場で男性の遺体を発見、捜査線上に2人の女性が浮上し……。 
 
 

出演：若村麻由美（五条聖子）、石黒賢（芳村大地）ほか 
制作：2012年／日本 
 
 

 

十和田湖密会殺人の罠 
 

【放送日時】2（火）夜7：45- 
【番組概要】夫との離婚を決意する妻。新しい愛に生きようとするが、つきあっていた男が殺される。 
 
 

出演：多岐川裕美（霧子）ほか 
制作：1992年／日本 
 
 
 

北海道 

青森 

「北海道警事件ファイル 警部補 五条聖子」コピーライト不要／「十和田湖密会殺人の罠」©ニューウェーヴ/TBS／「時価一億円の女」©大映テレビ 

時価一億円の女 
 

【放送日時】3（水）夜7：45- 
【番組概要】夫の借金に悩む臼井緑は、同じく妻の借金に悩む阿久津ヨシヒコと出会い系サイトで 
知り合い、心中に見せかけて、2人を殺害、保険金で借金を返済しようとしたが……。 
 
 

出演：斉藤慶子（桃木ハナコ）、大賽智子（臼井緑）ほか 
制作：2006年／日本 
 
 

秋田 

真夏のサスペンス甲子園 

4 

HD 国内ドラマ 

CS初 

CS初 



みちのく蕎麦街道殺人事件 
 

【放送日時】5（金）夜7：45- 
【番組概要】夏樹料理栄養学院副学長の夏樹優子（渡辺えり子）と、夫の浩一郎（佐藤Ｂ作）が 
企画した、山形県村山市の「村山蕎麦街道」を巡る取材旅行中に殺人事件が起き……。 
 
 

出演：渡辺えり子（夏樹優子）、佐藤Ｂ作（夏樹浩一郎）ほか 
制作：2003年/日本 
 
 

 

みちのく露天風呂 べに花殺人事件 
 

【放送日時】6（土）昼12：00- 
【番組概要】ハードボイルドな世界に憧れ、探偵を目指して警官を辞めた男が、 
代議士の娘からきた依頼に取り組む最中に遭遇した事件の謎を解き明かす。 
 
 

出演：渡辺徹（日間坂庄助） 、市毛良枝（美保）ほか 
制作：1990年／日本 
 
 
 

「逃げる女」©ユニオン映画／「みちのく蕎麦街道殺人事件」コピーライト不要／「みちのく露天風呂 べに花殺人事件」©テレパック/ＴＢＳ 

逃げる女 
【放送日時】4（木）夜7：45- 
【番組概要】強盗事件に巻き込まれて愛娘を失った母親が、警察に追われながら犯人へ復讐を 
はかる。 
 
 

出演：手塚理美（貴島亜希子）、根津甚八（工藤恒平）ほか 
制作：1999年／日本 
 
 
 

山形 

宮城 

真夏のサスペンス甲子園 
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監察医 室生亜季子20 
 

【放送日時】6（土）午後1：45- 
【番組概要】福島と川越の2つの事件を結ぶピストル。連続殺人の謎に迫る！ 
 
 

出演：浜木綿子（室生亜季子）ほか 
制作：1996年／日本 
 
 

 

 

猪熊夫婦の駐在日誌４ 
 

【放送日時】6（土）午後4：00- 
【番組概要】正義感溢れる駐在警官・猪熊喜三郎（地井武男）と妻・靖子（研ナオコ）が 
難事件を解決するシリーズ。 
 
 

出演：地井武男（猪熊喜三郎）、研ナオコ（猪熊靖子）ほか 
制作：2007年／日本 
 
 

 

ペットシッター沢口華子の事件簿２ 
 

【放送日時】7（日）昼12：00- 
【番組概要】ペットシッター・沢口華子が離婚した夫婦が相次いで殺されるという連続殺人 
事件の謎を追う。 
 
 

出演：研ナオコ（沢口華子）、高橋克実（勝巳）、阿部サダヲ（充）ほか 
制作：2004年／日本 
 
 

 

「監察医 室生亜季子20」©東映／「猪熊夫婦の駐在日誌４」コピーライト不要／「ペットシッター沢口華子の事件簿２」©ジョーカー/TBS 

福島 

茨城 

栃木 

真夏のサスペンス甲子園 
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女優 
 

【放送日時】7（日）午後2：15- 
【番組概要】互いに将来の夢を語り合った無名の女優と演出家の卵。その2人の運命が衣装ケースの 
荷崩れ事故がきっかけで分かれていく。 
 
 

出演：石黒賢（石塚唯史）、毬谷友子（日下部綾）ほか 
制作：1999年／日本 
 

 
 

監察医 室生亜季子１ 
 

【放送日時】7（日）午後4：30- 
【番組概要】埼玉県川越市の開業医兼、監察医の女医・室生亜季子が死体に残された謎を解明し、 
真犯人に迫る犯罪捜査物語。 
 
 

出演：浜木綿子（室生亜季子）ほか 
制作：1986年／日本 
 

 

 

「女優」©ユニオン映画／「監察医 室生亜季子」©東映／「お局探偵・亜木子&みどりの旅情事件帳３」©東宝 

お局探偵・亜木子&みどりの旅情事件帳３ 
 

【放送日時】8（月）夜7：45- 
【番組概要】死んだはずの女に助けられた？！明らかになる恐ろしい闇の犯罪。 
 
 

出演：斉藤慶子（寺内亜木子）、久本雅美（林みどり）ほか 
制作：2000年／日本 
 
 

 

群馬 

埼玉 

千葉 

真夏のサスペンス甲子園 
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ペットシッター沢口華子の事件簿１ 
 

【放送日時】9（火）夜7：45- 
【番組概要】ペットシッター・沢口華子が仕事の依頼先で殺人事件に遭遇。 
容疑者扱いされ行方不明となった依頼人の無実を証明すべく奔走する。 
 
 

出演：研ナオコ（沢口華子）ほか 
制作：2001年／日本 
 

 
 

ブライダルコーディネーターの事件簿１ 
 

【放送日時】10（水）夜7：45- 
【番組概要】ブライダルコーディネーターのちひろ（片平なぎさ）は、後輩の君子（七瀬なつみ）と 
ともに、知人の結婚プロデュースを担当。そして当日、披露宴の席で新婦が毒殺され……。 
 
 

出演：片平なぎさ（白石ちひろ）、七瀬なつみ（桶川君子）ほか 
制作：1997年／日本 
 

 

 

「ペットシッター沢口華子の事件簿１」©ジョーカー/TBS ／「ブライダルコーディネーターの事件簿１」©ホリプロ/TBS ／「盗まれた情事」©松竹芸能 

盗まれた情事 
 

【放送日時】11（木）夜7：45- 
【番組概要】「妻を抱いて欲しい」という広告に興味を持ち、頼まれて人妻を抱いた青年医師。 
しかし、思いもよらぬ殺人事件に巻き込まれ、破滅していく。 
 
 

出演：三浦友和（矢沢亜木雄）、余貴美子（緒方幸子）、高島礼子（沢村藤子）ほか 
制作：1995年／日本 
 
 

 

東京 

神奈川 

山梨 

真夏のサスペンス甲子園 
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浅見光彦ミステリー３ 
 

【放送日時】12（金）夜7：45- 
【番組概要】「願」と書かれた葉書をもつ２人の男が連続して殺された。 
事件の謎を追う浅見光彦は、糸口が佐渡ヶ島に隠されていることに気づく。 
 
 

出演：水谷豊（浅見光彦）ほか 
制作：1988年／日本 
 

 

 

信州あづみ野の名刑事 道原伝吉の捜査行 
 

【放送日時】13（土）昼12：00- 
【番組概要】同日に長野と長崎で起こった２つの殺人事件。 
繋がりを感じた安曇野北署の刑事・道原（松平健）が事件の真相に迫る。 
 
 

出演：松平健（道原伝吉）、斉藤慶子（道原康代）ほか 
制作：2012年／日本 
 

 

 

「信州あづみ野の名刑事 道原伝吉の捜査行」コピーライト不要／「浅見光彦ミステリー２・３」©近代映画協会 

浅見光彦ミステリー２ 
 

【放送日時】13（土）午後1：45- 
【番組概要】伊豆・天城峠の崖下で、ひき逃げと見られる男の死体が発見された。 
そして4日後、アイドル女優の桜井夕紀（花輪理恵）が東京のマンションで 
マネージャーと心中し……。 
 
 

出演：水谷豊（浅見光彦）ほか 
制作：1987年／日本 

 
 

長野 

静岡 

真夏のサスペンス甲子園 
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「浅見光彦ミステリー４」©近代映画協会／「ブライダルコーディネーターの事件簿2」©ホリプロ/TBS ／「北陸Ｌ特急殺しの双曲線」©大映テレビ 

北陸Ｌ特急殺しの双曲線 
 

【放送日時】14（日）午後1：45- 
【番組概要】心当たりのないホテルから届いた宿泊無料の招待状。 
その招待状を受け取った男女が次々と何者かによって殺されていく犯罪サスペンス。 
 
 

出演：沢田亜矢子（戸部京子）、宅麻伸（早川一郎）、長谷直美（太地亜矢子）ほか 
制作：1987年／日本 
 
 

 

ブライダルコーディネーターの事件簿2 
 

 

【放送日時】14（日）昼12：00- 
【番組概要】結婚式をコーディネートした夫婦の婿が原因不明の爆発事故で死亡。 
彼は名古屋の名門家の跡取りだった。やがて彼の妹までも殺される事件が起き……。 
 
 

出演：片平なぎさ（白石ちひろ）、七瀬なつみ（桶川君子）ほか 
制作：1998年／日本 
 
 

 

浅見光彦ミステリー４ 
 

【放送日時】13（土）午後4：00- 
【番組概要】１億円相当の宝石と現金５千万円を持った宝石商が車の中に多量の血を残して失踪する。 
この事件を取材していた浅見光彦は、後日、その宝石商の友人が殺されたことを知り驚く。 
 
 

出演：水谷豊（浅見光彦）ほか 
制作：1988年／日本 
 

 

 

岐阜 

愛知 

富山 

真夏のサスペンス甲子園 

10 

HD 国内ドラマ 

CS初 



ミステリー作家江戸川蘭子の事件簿 
 

【放送日時】16（火）夜7：45- 
【番組概要】ミステリー作家の江戸川蘭子（渡辺えり子）が参加した超豪華バスツアー中に、 
ツアー客の一人が殺される殺人事件が発生。事件の捜査を開始する。 
 
 

出演：渡辺えり子（江戸川蘭子）、角野卓造（上杉謙二）、京本政樹（神津三四郎）ほか 
制作：1999年／日本 
 

 

 

「幻の推理作家」コピーライト不要／「温泉若おかみの殺人推理１３」©大映テレビ／「ミステリー作家江戸川蘭子の事件簿」©近藤照男プロダクション/ＴＢＳ 

幻の推理作家 
 

【放送日時】14（日）午後3：30- 
【番組概要】20年以上新作が書けずにいる推理作家・和南城健（西郷輝彦）の 
担当・渡辺千絵（柴田理恵）が遭遇した殺人事件をきっかけに、彼に新作を書か 
せるべく事件の謎を追わせる。 
 
 

出演：西郷輝彦（和南城健）、柴田理恵（渡辺千絵）ほか 
制作：2003年／日本 

 

 

温泉若おかみの殺人推理１３ 
 

【放送日時】15（月）夜7：45- 
【番組概要】美奈(東ちづる)は福井・芦原の温泉ホテルの若女将。 
恐竜の研究者だった義父が事故死して2年。三回忌の法要で弁護士の遠山(浜田光夫)が、 
義父の遺書を読み上げ……。 
 
 

出演：東ちづる（美奈）、岡田茉莉子（清子）、中村梅雀（竜介）ほか 
制作：2003年／日本 

 
 

石川 

福井 

三重 

真夏のサスペンス甲子園 
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和服デザイナー探偵２ 
 

【放送日時】19（金）夜7：45- 
【番組概要】京都府で起きた連続殺人事件の謎を和服デザイナーが解きあかす。 
 
 

出演：泉ピン子（安中久里子）、神田正輝（立石洋一）ほか 
制作：1997年／日本 
 
 
 

 

「温泉若おかみの殺人推理８・１４」©大映テレビ／「 和服デザイナー探偵２」©TSP/TBS  

温泉若おかみの殺人推理８ 
 

【放送日時】17（水）夜7：45- 
【番組概要】朝子(東ちづる)は琵琶湖グランドホテルの若女将。朝子が東京でダイビング 
スクールのインストラクターをしていたころの生徒らが泊まりにきたのだが……。 
 
 

出演：東ちづる（朝子）、村松雄基（恭平）ほか 
制作：2000年／日本 
 

 
 

温泉若おかみの殺人推理１４ 
 

【放送日時】18（木）夜7：45- 
【番組概要】南紀白浜の温泉ホテルの若女将・沙江子(東ちづる)は、連日パソコンに届く 
不気味なメールが気にかかる。そんな折、ホテルで「夕焼け同好会」の全国大会が開かれ……。 
 
 

出演：東ちづる（沙江子）、岡田茉莉子（道子）、中村梅雀（有作）ほか 
制作：2004年／日本 
 

 

 

滋賀 

和歌山 

真夏のサスペンス甲子園 
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幻の船連続殺人  
 

【放送日時】20（土）午後1：45- 
【番組概要】東京から来た新任のエリート警部補と大阪府警のベテラン刑事が、 
連続殺人のカラクリを解き明かし、保険金目当ての偽装海難事故の真相を追う。 
 
 

出演：三浦友和（萩原薫）、笑福亭鶴瓶（文田浩和）ほか 
制作：1988年／日本 
 
 

 

美人キャスター殺人事件 
 

【放送日時】20（土）午後4：00- 
【番組概要】娘を自殺に追い込まれ、女性キャスターを脅迫した男が変死。 
その事件で彼女は自分の非を認め、逆に人気を得る。 
だが、その全てが彼女の計画的事件と疑われ……。 
 
 

出演：松尾嘉代（樋口響子）、中尾彬（奥山敬二）ほか 
制作：1993年／日本 

 

 

「古代舞の女」「幻の船連続殺人」©松竹芸能／「美人キャスター殺人事件」©大映テレビ 

古代舞の女 
 

【放送日時】20（土）昼12：00- 
【番組概要】研究所長の座をめぐって殺人事件が発生。古代史をめぐる謎の殺人事件に、 
クロマメと称されている大阪府警の名コンビ刑事2人が挑む。 
 
 

出演：古谷一行（黒木憲造）、笑福亭鶴瓶（亀田敦也）ほか 
制作：1988年／日本 
 
 

 

大阪 

兵庫 

真夏のサスペンス甲子園 
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不倫調査員 片山由美２ 
【放送日時】21（日）昼12：00- 
【番組概要】探偵事務所の不倫調査員・片山由美（池上季実子）は、 
写真家・成田（羽場裕一）の不倫を疑う妻・千津子（秋本奈緒美）の依頼で、 
成田を追って鳥取へ向かうが……。 
 
 

出演：池上季実子（片山由美）ほか 
制作：2001年／日本 

 

 

殺意のバカンス１ 
 

【放送日時】21（日）午後3：30- 
【番組概要】OLの加奈子（とよた真帆）が岡山駅で毒殺事件に巻き込まれる。 
殺された女性は、こだまの車中で毒を飲まされ、途中下車したらしいのだが……。 
 
 

出演：とよた真帆（村上加奈子）、渡辺徹（速水敏彦）ほか 
制作：1993年／日本 
 

 
 

「不倫調査員 片山由美２」「やもめ記者の事件メモ」コピーライト不要／ 「殺意のバカンス１」©大映テレビ 

やもめ記者の事件メモ 
 

【放送日時】21（日）午後1：45- 
【番組概要】数年来の友人に偶然再会した直後、友人が自殺したとの記事が新聞に出た。 
亡くなる直前、助けを求めていた友人を助ける事が出来なかった万年（西郷輝彦）が 
その死の真相に迫る。 
 
 

出演：西郷輝彦（北川万年）、細川直美（近藤奈津子）ほか 
制作：2002年／日本 

 

 

鳥取 

島根 

岡山 

真夏のサスペンス甲子園 

14 

HD 国内ドラマ 

銀河初 

銀河初 



ＳＬ山口線貴婦人号トンネル殺人!? 
 

【放送日時】23（火）夜7：45- 
【番組概要】山口線を走行中の名物SL“貴婦人号”が津和野にさしかかった時、乗客の一人が 
線路に墜落する男性を目撃。その直後、目撃者の乗客はなぜか姿を消しており……。 
 
 

出演：宅麻伸（佐藤毅）、永島敏行（多田雄一）ほか 
制作：1996年／日本 
 

 
 

温泉若おかみの殺人推理９ 
 

【放送日時】24（水）夜7：45- 
【番組概要】奈美(東ちづる)が若女将を務める香川県琴平町の老舗ホテルで美術品オークションが 
行われることになった。奈美の幼なじみ・加那(国生さゆり)も参加したのだが……。 
 
 

出演：東ちづる（奈美）ほか 
制作：2000年／日本 
 

 

 

「監察医 室生亜季子３」©東映／「ＳＬ山口線貴婦人号トンネル殺人!?」／「温泉若おかみの殺人推理９」©大映テレビ 

監察医 室生亜季子３ 
 

【放送日時】22（月）夜7：45- 
【番組概要】室生亜希子は、25年ぶりの高校同窓会に出席するため、故郷の広島に向かった。 
旧友との再会を楽しむ亜季子だったが、瀬戸内海で白骨遺体が発見されて……。 
 
 

出演：浜木綿子（室生亜季子）ほか 
制作：1987年／日本 
 

 

 

広島 

山口 

香川 

真夏のサスペンス甲子園 
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ジャンボ宝くじ１億５千万が当たった女！連続殺人2 
 

【放送日時】25（木）夜7：45- 
【番組概要】寿々子（野際陽子）は京都でつつましく暮らす中年女性。 
半年前、拾ったバッグを警察に届けた寿々子は、同僚・敏子のすすめで落とし主の現れない 
バッグを引き取るが……。 
 
 

出演：野際陽子（立花寿々子）、今井雅之（三宅信彦）ほか 
制作：1999年／日本 
 
 

 

温泉若おかみの殺人推理１２ 
 

【放送日時】27（土）昼12：00- 
【番組概要】アキ(東ちづる)は松山・道後温泉のホテル葛城の若女将。 
ホテルで開催される「全国女流カルタ競技会」では、従業員の玲(大塚ちひろ)も出場するのだが……。 
 
 

出演：東ちづる（アキ）ほか 
制作：2003年／日本 

 
 

浅見光彦ミステリー１ 
 

【放送日時】26（金）夜7：45- 
【番組概要】母親と高知に向かうフェリーの旅を楽しんでいたルポライターの光彦（水谷豊）は、 
甲板で教田という男から平家の落人の村・相ノ川に帰る途中なのだと話しかけられ……。 
 
 

出演：水谷豊（浅見光彦）ほか 
制作：1987年／日本 
 
 

 

「ジャンボ宝くじ１億５千万が当たった女！連続殺人2」©松竹／「浅見光彦ミステリー１」©近代映画協会／ 「温泉若おかみの殺人推理12」©大映テレビ 

徳島 

高知 

愛媛 

真夏のサスペンス甲子園 
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殺意のバカンス2 
 

【放送日時】27（土）午後1：45- 
【番組概要】加奈子は、福岡で開かれる写真家・浦山（火野正平）の個展を担当することになり、 
現地へ飛ぶ。後輩と共に、自殺者の霊が出るとウワサされる幽霊トンネルに行くのだが……。 
 
 

出演：とよた真帆（村上加奈子）、渡辺徹（速水敏彦）ほか 
制作：1996年／日本 
 

 

 

浅見光彦ミステリー６ 
 

【放送日時】27（土）午後4：00- 
【番組概要】著名な美術評論家が殺され、現場から黄色い砂と謎めいたメモが発見された。 
そのメモから事件の舞台が佐賀県唐津にあるとにらんだ光彦（水谷豊）は現地へ飛ぶ。 
 
 

出演：水谷豊（浅見光彦）ほか 
制作：1989年／日本 
 

 

 

長崎で消えた女 
 

【放送日時】28（日）昼12：00- 
【番組概要】会社の上司を殴りクビになった男。失業中の彼に、「にわか探偵」の依頼が来る。 
リストラされた「にわか探偵」が人探しに来た長崎で遭遇した殺人事件の解決に乗り出す。 
 
 

出演：渡瀬恒彦（二本松秋彦）、宍戸錠（新開賢三）ほか 
制作：2002年／日本 
 
 

 

「殺意のバカンス2」©大映テレビ／「浅見光彦ミステリー６」©近代映画協会／「長崎で消えた女」コピーライト不要 

福岡 

佐賀 

長崎 

真夏のサスペンス甲子園 
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 和服デザイナー探偵３ 
 

【放送日時】28（日）午後3：30- 
【番組概要】熊本・人吉で行われる予定の和服ショーのデザインを担当する久里子（泉ピン子）は、 
ショーに出演する女優の美羽子（大沢逸美）の部屋で男性の死体を発見し……。 
 
 

出演：泉ピン子（安中久里子）、神田正輝（立石洋一）ほか 
制作：1998年／日本 
 

 

 

温泉若おかみの殺人推理２ 
 

【放送日時】28（日）午後1：45- 
【番組概要】別府温泉のホテル「あしや」の若女将・雪江(大島智子)を姪・夏子(前田つばさ)が 
訪ねてきた。同じ頃、2人の客・文芸評論家の鴨川(草野裕)と百合(谷川みゆき)が来館し……。 
 
 

出演：大島智子（雪江）、金田明夫（幸一）ほか 
制作：1995年／日本 
 

 

 

渡り番頭 鏡善太郎の推理３ 
 

【放送日時】29（月）夜7：45- 
【番組概要】元判事の善太郎（鹿賀丈史）は番頭として宮崎・高千穂の旅館にやって来た。 
旅館の女将は、１年前に原因不明の事故で夫を失ったのだが、彼女が殺したとの噂が流れ……。 
 
 

出演：鹿賀丈史（鏡善太郎）ほか 
制作：2005年／日本 
 

 

 

「温泉若おかみの殺人推理２」©大映テレビ／ 「 和服デザイナー探偵３」 ©TSP/TBS ／「渡り番頭 鏡善太郎の推理３」コピーライト不要 

大分 

熊本 

宮崎 

真夏のサスペンス甲子園 
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殺人設計図を書く女 
【放送日時】30（火）夜7：45- 
【番組概要】ふた回り年下の妻・規子（渡辺典子）が学生と浮気をし、家出して行方不明に。 
建築家の夫・謙三（小野寺昭）は彼女の実家を訪ね、悲しい過去を知る……。 
 
 

出演：小野寺昭（麻生謙三）、渡辺典子（麻生規子）ほか 
制作：1993年/日本 
 

 

 

沖縄リゾート コンシェルジュ具志堅陽子の名推理 
【放送日時】31（水）夜7：45- 
【番組概要】具志堅陽子（浅野温子）がコンシェルジュを務める沖縄のリゾートホテルで、 
殺人事件が発生。事件解決に向け、幼馴染の沖縄県警刑事・大城晃宏（宅麻伸）と共に奔走する。 
 
 

出演：浅野温子（具志堅陽子）、宅麻伸（大城晃宏）ほか 
制作：2012年／日本 
 

 
 

「殺人設計図を書く女」©大映テレビ／「沖縄リゾート コンシェルジュ具志堅陽子の名推理」©コピーライト不要 

鹿児島 

沖縄 

真夏のサスペンス甲子園 
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未解決事件専門捜査班の退職刑事たちが難事件に挑む人気シリーズ 
個性派刑事たちがついに団結！？ロマンスも？ 

【番組の概要】 

イギリスBBCの大ヒットサスペンスの第11シリーズが日本初登場。 

若造には解けない謎がある―。未解決事件専門の捜査班、UCOS(ユーコ
ス)の個性派ぞろいの退職刑事たちが、ベテランの勘と型破りな捜査で事件
を解決する1話完結型の刑事サスペンス。 

 

【ストーリー】 

ジェリーの前に昔なじみのラルフが突然現れ、６年前の孫ジェイクの転落
死を再捜査してくれと懇願する。ラルフはかつて盗んだ宝石をあるビルの
屋上に隠したが、そのまま逮捕された。服役中にビルの解体を知り、ジェ
イクを回収に向かわせたところ、転落して死亡したのだ。事故として処理
されたが、ラルフは盗みの相棒だったペラムが宝石を奪おうとジェイクを
尾行し殺したのだと主張する。ＵＣＯＳ(ユーコス)は捜査を開始するが……。
（＃１より） 

ニュー・トリックス 第11シリーズ 

放送日時 7（日）スタート 毎週（日）夜9：00- データ 
制作：2014年／イギリス／字
幕／全10話 

キャスト 
俳優名（役名） 

タンジン・アスウェイト（サーシャ・ミラー）、ニコラス・リンドハース
ト（ダン・グリフィン）、デニス・ウォーターマン（ジェリー・スタン
ディング）、デニス・ローソン（スティーブ・マカンドルー）ほか 

スタッフ 

20 

HD スタート 

チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた 

©Wall to Wall (New Tricks Ltd).2014 

日本初 

海外ドラマ 

第10シリーズも 
放送スタート！ 



セカンドバージン 

放送日時 1（月）スタート （月-金）午後2：00- データ 
2010年／日本／全10話／
NHK 

キャスト 
鈴木京香（中村るい）、長谷川博己（鈴木行）、深田恭子（鈴木万理
江）ほか 

スタッフ 作：大石静 

いま世間をにぎわす不倫ドラマの傑作！ 
40代女性と年下青年の恋は、開けてはいけないパンドラの箱…… 

【番組の概要】 

40代の女性の心情を大胆かつ繊細に描きながら破滅的な恋の顛末をテ
ンポ良く追う大人のラブストーリー。中年女性と年下の青年とのスキャ
ンダラスな不倫愛が大きな話題を呼んだドラマ。清純派女優のイメージ
が強かった鈴木京香が過激なベットシーンを演じたことでも注目を集め
た。成熟した女性の魅力が光る作品。 

 

【ストーリー】 

“出版界の奇跡”として知られる敏腕編集者・中村るい（鈴木京香）は、
ある集まりで、若く野心的な金融庁の官僚・鈴木行（長谷川博己）と出
会う。自分の志にまっすぐで、時に無防備な行に、次第に惹かれていく。
仕事一筋に生きてきた彼女にとって、17歳年下の男に抱いた感情は、
深い動揺と忘れていた甘美さを目覚めさせ……。（第1回「不実な指」
より） ©NHK 

スタート ＮＨＫ HD 
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その他／再スタート HD スタート 

22 
「琅琊榜」©2015 China International TV Corporation. All Rights Reserved.提供：博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ／アジア･リパブリック９周年／ 
「商道 サンド」©2001-2 MBC／「帝王の娘スベクヒャン」©2013-4 MBC 

琅琊榜（ろうやぼう）－麒麟の才子、風雲起こす－ 
放送日時：20（土）スタート 毎週（土）夜10：00- 3話連続 

制作：2015年／中国／字幕／全54話 

出演：フー・ゴー（梅長蘇：ばいちょうそ）、リウ・タオ（霓鳳郡主：げいおうぐんしゅ）ほか 

 

商道 サンド＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：5（金）スタート 毎週（金）深夜2：00- 3話連続 

制作：2002年/韓国/字幕/全50話 演出：イ・ビョンフン 

出演：イ・ジェリョン（イム・サンオク）、キム・ヒョンジュ（パク・タニョン）ほか 

 

帝王の娘スベクヒャン＜ノーカット字幕版＞ 
放送日時：24（水）スタート （月-金）朝8：30- 2話連続 

制作：2013年/韓国/字幕/全108話 

出演：ソ・ヒョンジン（ソルラン（スベクヒャン））、ソウ（ソルヒ）ほか 

 

【番組の概要】 

１９世紀、朝鮮王朝時代を舞台に実在した商人イム・サンオクの生涯を描いた歴史ドラマ。 
“商道”を追究したその商人哲学と知徳で数々の苦難を乗り越え、奴婢から高位官職にまで上
りつめた波乱万丈の生涯を描く骨太の感動巨編。 
 

【番組の概要】 
中国の架空の時代を舞台に、政変に巻き込まれながらも一命を取り留めた主人公が、家名の名
誉回復のため、皇位をめぐる権力争いに身を投じていく。全編に張り巡らされた伏線と緻密に
計算された復讐劇はハマり度満点。 

【番組の概要】 

6世紀の百済を舞台に、第25代王・武寧王の娘の座を巡り、運命を狂わされた異父姉妹を中心に
、4人の男女の愛と野望がドラマチックに展開するエンターテインメント史劇。 

中国歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 

韓国歴史ドラマ 



 
【一般の方のお問い合わせ先】 

チャンネル銀河 カスタマーセンター  
TEL：0120-945-666 （10：00～18：00年中無休）  

www.ch-ginga.jp  
 
 

【報道関係者のお問い合わせ先】 
株式会社日宣（校正窓口）  

TEL：050-5893-4118 FAX：03-3295-8094  
メールアドレス：publicity@nissenad.co.jp 

 

最新の番組情報や動画を下記より配信しています。 
 

公式HP  http://www.ch-ginga.jp/ 
公式Facebook https://www.facebook.com/channelginga.jp 
YouTube公式 チャンネル 
http://www.youtube.com/user/ChannelGinga 

mailto:publicity@nissenad.co.jp

